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幸

症例は20歳，男性． ０ 歳時，髄膜瘤に対する手術の際に，脳室腹腔シャント（VP シ
ャント）を造設． ８ 歳時に水頭症発症し，シャント入れ替えが施行されていた． ３ カ月
前より右前胸部シャント挿入創に肉芽形成を認め， １ カ月前に同部位から排膿を認める
ようになり，シャント感染が疑われた．シャント抜去術が予定されたが，術前腹部 CT
でチューブの腸管内迷入所見を指摘．腹部に圧痛はなく，腹膜刺激症状はみられなかっ
た．腹腔鏡による腹腔内観察では，チューブ先端が横行結腸内へ迷入していたため，小
開腹にてチューブを抜去し腸管を修復した．術後抗生剤投与により前胸部創感染は改善
し，今後は経過観察し，水頭症が出現した場合にシャント再造設を予定することとなっ
た．VP シャントチューブの消化管穿通はまれな合併症であるが，本症例では診断およ
び治療に腹腔鏡下手術が有用であった．
索引用語：脳室腹腔シャント，腹腔内迷入，横行結腸穿通
はじめに

れ替え術を施行． ３ カ月前より右前胸部シャント挿入

脳室腹腔短絡術（以下，VP シャント術）は水頭症

創に肉芽形成認め， １ カ月前より同部位から排膿を認

の治療として広く行われている．術後合併症として，

めるようになった．シャントチューブ感染が疑われ，

感染・シャントチューブの屈曲および閉塞・腹腔内嚢

当院脳外科にてシャントチューブ抜去の方針となっ

胞形成・腹水貯留・腹腔内臓器穿通などが報告されて

た．術前腹部 CT 検査で，シャントチューブの腹側端

いるが，シャントチューブによる消化管穿通は ２ ％前

が腸管内へ迷入している可能性が指摘されたため，精

後とまれな合併症である1）．今回われわれは，VP シ

査加療目的に当科紹介．

ャント術施行後，腹腔側チューブが横行結腸内に迷入

初診時現症：意識清明，神経学的異常なし，髄膜刺

していた症例を経験したので，若干の文献的考察を含

激症状なし，頭痛なし，嘔気・嘔吐なし．右前胸部シ

め報告する．

ャント挿入創より排膿を認めた．腹部は平坦，軟で圧
症

例

痛は認めなかった．右側腹部皮下にシャントチューブ

患者：20歳，男性．

を触知した．
初診時血液・生化学検査所見： 炎 症 所 見 を 認 め ず，

主訴：前胸部シャント挿入創からの排膿．
既往歴：17歳時に膀胱尿管逆流症に対して回腸を用

他に特記すべき異常所見は認めなかった．
腹部単純 X 線検査所見：異常所見を認めなかった．

いた膀胱拡大術施行．

頭部CT検査所見：水頭症所見は認めなかった．

現病歴： ０ 歳時，髄膜瘤に対する手術の際に，VP
シャント造設術を施行． ８ 歳時にシャントチューブ閉

胸腹部単純CT検査所見（Fig. 1）：シャントチュー

塞による水頭症を発症したため，シャントチューブ入

ブの腹側端が横行結腸内へ迷入している所見を認め
た．前胸部シャント挿入創皮下で軟部組織の炎症所見
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を認めた．
以上より，VP シャントチューブ感染およびシャン
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ト腹腔側チューブの横行結腸内迷入と診断された．腹
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Fig. 1 胸腹部単純 CT 検査所見：シャントチューブの腹
側端が横行結腸内へ迷入している所見を認めた（矢
印）．前胸部シャント挿入創皮下で軟部組織の炎症所見
を認めた．

75 巻

Fig. 3 チューブは刺入部より大網および肉芽組織に覆
われていた（矢印）．

Fig. 2 右側腹部皮下にシャントチューブを触知
した（点線）．左側腹部に12mm ポート，左下
腹部および臍下にそれぞれ ５ mm ポートを留
置した．
Fig. 4 a：瘻孔を中心に結腸壁を楔状切開し，結腸
内にチューブを確認できた．ｂ：チューブは ４ cm
結腸内に迷入していた．

腔鏡観察で，チューブ先端の腸管内迷入がなければシ
ャントチューブ抜去のみ行い，腸管内迷入が確認され
た場合は小開腹して腸管修復を行う方針とした．
手術所見：開腹歴があり正中は癒着が予想されたた

れていた（Fig. 3）
．チューブ周囲を剥離すると，結

め，左側腹部に12mm ポート，左下腹部および臍下に

腸内への迷入が強く疑われたため，臍上正中にて小開

それぞれ ５ mm ポートを留置した（Fig. 2）．術中の気

腹した．横行結腸内にチューブを触知でき，結腸瘻を

腹圧は ８ mmHg，体位は仰臥位であった．腹腔内観

形成していることが判明した．瘻孔を中心に結腸壁を

察では腹水を認めず，腸管癒着もほとんど認めなかっ

楔状切開し，結腸内にチューブを確認できた（Fig.

た．チューブは刺入部より大網および肉芽組織に覆わ

4a）．チューブは ４ cm 結腸内に迷入していた（Fig.
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4b）
．対側結腸粘膜に異常所見はみられなかった．チ

sheath を瘻孔としてシャント経路周辺に膿瘍を形成

ューブを抜去後，結腸切離断端は自動縫合器を用いて

した症例の報告もあり治療法選択は慎重に行うべきで

縫合閉鎖し，漿膜筋層縫合で埋没した．シャントシス

ある8）．

テムは全抜去予定であったが，脳室側チューブは周囲

本症例では，シャントチューブが前胸部シャント挿

との癒着が強固であり，脳外科担当医の判断で脳室内

入創皮下で感染し，術前腹部 CT 検査で腸管内迷入の

チューブを一部遺残させた．脳室側チューブは髄液の

可能性が指摘された．半年前の腹部 CT 検査では迷入

流出を認めず，チューブ閉塞していると判断した．脳

している所見は認めなかった．逆流防止弁の働きやシ

室ドレナージについては水頭症を発症した場合にシャ

ャントチューブの閉塞により頭蓋内へは逆流せず，頭

ント再造設を予定することとなった．

蓋内感染は起こらなかったと判断できる．

術後経過：術後抗生剤投与により前胸部皮下感染は

本症例では，腹腔鏡下手術により瘻孔形成部位およ

改善を認め，術後15日目に軽快退院となった．

び状態を容易に確認できた．また，開腹歴のある症例

考

であったが，剥離操作を可及的に腹腔鏡操作で行うこ

察

シャントチューブ腹腔側の合併症として，感染・チ

とで，チューブ抜去および腸管修復が小開腹創で行う

ューブの屈曲および閉塞・腹腔内嚢胞形成・腹水貯留・

ことが可能となり，低侵襲に手術を施行できた．術前

腹腔内臓器穿通などが報告されているが，消化管穿通

確定診断が得られない場合でも試験腹腔鏡により，不

は VP シャント術の合併症としてはまれで0.1～ ２ ％程

要な開腹術を回避できる．VP シャント留置例に対す

1）

度の頻度と報告されている ．

る腹腔鏡下手術の問題点としては，ポート挿入時およ

発症年齢は小児期に圧倒的に多く，これは成人に比

び術中操作によるチューブへの直接損傷の可能性，二

して腸管壁が薄いことが原因とされている1）2）．穿通

酸化炭素気腹による腹腔内圧上昇に伴う逆流による頭

部位に関しては，結腸が圧倒的に多いものの，小腸・

蓋内圧の上昇，逆行性感染を起こす可能性があること

直腸・胃に穿通した報告もみられる1）～5）．これまでの

である．対策として気腹中はチューブをクランプする

報告では VP シャント術後から発症までの期間は １ カ

などの工夫がなされてきたが，一方で逆流防止機構付

月から数年と幅広いが， １ 年以内の発症が多い．長期

き VP シャントの普及によって，理論上，通常気腹圧

に 及 ぶ も の で は26年 後 に 発 症 し た 症 例 も 報 告 が あ

下での腹腔鏡下手術を行うことが可能になったとの報

る ．発見時の症状としては逆行性の髄膜炎が43～60

告が散見される9）～11）．また気腹圧 ８ mmHg とし，頭

％，腹腔内感染による腹部症状が25～30％とされてい

低位時間を可能な限り短縮することで，腹腔鏡下大腸

る1）．まれにシャント機能不全による頭蓋内圧亢進症

癌手術も安全に施行することが可能であったと報告さ

状・気脳症や，肛門からのチューブ排出なども報告さ

れている12）13）．本症例でも逆流防止機構付きシャント

れている ．

チューブが留置されていたため，クランプは行わず，

2）

4）

消化管穿通の機序としては，シャントチューブに対

気腹圧 ８ mmHg，仰臥位で手術を施行した．また，

する異物反応によりチューブ周囲に無菌的慢性炎症が

術後 CT 検査を施行し脳室拡大所見のないことを確認

起こり fibrous encasement を受けることで腹腔内に

した．したがって，VP シャントの腸管内迷入はまれ

固定され，そのため腸管の一点を繰り返し刺激するこ

な合併症であるが，感染・閉塞などチューブの状態を

とで穿通を引き起こすとの説が有力であり，穿通部に

十分に把握し，術中も手術環境に十分に気を配ること

fibrous sheath の形成を認めたとの報告が多い6）．

で安全に腹腔鏡手術を施行し得る可能性があると考え

治療法は，腹腔内に膿瘍形成などの感染徴候やイレ

られる．
結

ウスがある場合は開腹手術が必要と考えられるが，こ

語

れらがない場合は fibrous sheath によって腹腔内への

術後長期間を経て VP シャント腹腔側チューブが結

穿孔・腹膜炎は防御されるため，シャントチューブの

腸内へ迷入していたまれな １ 例を経験した．シャント

経皮的抜去および抗生剤の全身投与のみにて治癒可能

チューブ腸管穿通に対する腹腔鏡下手術は，広範囲に

との報告がある7）．大腸内視鏡を併用して腹腔側チュ

わたり腹腔内の観察が可能であり，チューブ抜去・腸

ーブを肛門より抜去する方法についても報告があ

管修復を低侵襲に行うことが可能であり，有用な選択

る1）．一方で，シャントチューブが fibrous sheath ご

肢であると考えられた．

と引き抜かれ消化管穿孔をきたした症例や，fibrous
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A CASE OF PENETRATION OF THE PERITONEAL SHUNT TUBE OF A
VENTRICULO-PERITONEAL SHUNT SYSTEM INTO THE TRANSVERSE COLON THAT WAS
SUCCESSFULLY TREATED BY LAPAROSCOPIC SURGERY
Yoshihiro MIYAGI, Tatsuya KINJO, Hiroyuki KARIMATA, Hideaki SHIMOJI and Tadashi NISHIMAKI
Department of Digestive and General Surgery, Graduate School of Medicine, University of the Ryukyus

The patient was a 20-year-old man who had undergone ventriculo-peritoneal shunt implantation following surgery for myeloeningiocele as a newborn. The V-P shunt was exchanged because of hydrocephalus when the patient was 8 years old. Granulation had been noticed in the V-P shunt insertion wound
three months earlier, and the wound had begun to discharge pus from a month earlier. Removal of the
V-P shunt tube was scheduled, as infection of the V-P shunt system was suspected. Preoperative CT
showed migration of the peritoneal shunt tube into the transverse colon, however there was no tenderness
of the abdomen suggestive of infectious peritonitis. Laparoscopic surgery revealed penetration of the peritoneal shunt tube into the transverse colon, and laparotomy with a small incision was subsequently performed for repair of the transverse colon wall after removal of the peritoneal shunt tube. The infection of
the V-P shunt insertion wound was controlled by systemic antibiotic administration. V-P shunt implantation was planned when hydrocephalus was detected again. Bowel penetration by a peritoneal shunt tube
in a V-P shunt system is rare, and in our case, laparoscopic surgery was useful for the diagnosis and treatment of penetration of the transverse colon by a peritoneal shunt tube of a V-P shunt system.
Key words：ventriculo-peritoneal shunt，migration，bowel penetration
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